
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１２年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８２９回例会 
(８月２０日(月)第２例会) 

９月３日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰 

５． 会長の時間 

６． 幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 

      「ガバナー補佐講話」 

          国際ロータリー第 2840 地区 

          群馬第 2 分区Ａガバナー補佐  

                     森下 正教 君 

 

９． 点 鐘 

 

 

〈卓 話 者 〉 国際ロータリー2840 地区 第２分区Ａガバナー補佐森下 正教 君(桐生中央ＲＣ) 

〈米山奨学生〉 アリプ,ロサリナ・イルマ さん

 

 

出席 100％表彰  

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 

 ｱﾘﾌﾟ,ﾛｻﾘﾅ･ｲﾙﾏさんへ 

奨学金授与 

 

 

 

 

米山奨学生カウンセラー 

柳君へ補助費 授与 

 

 

 

 

会長の時間 

先日ロンドンオリンピックが終わりました。 

各種競技でメダルも多く取れて、大変素晴らしいことだ

と思っております。 

今まで以上に女子選手や、比較的マイナーな選手の方

が頑張っておられたのが印象的でした。聞くところによ

ると、10 年ほど前からスポーツ振興として文科省が様々

なことに力を入れていたようです。長年にわたりハードと

ソフトの両面の強化が図られた結果であり、何事も良く

なるには相当の時間と努力が必要なのだと改めて感じ

ました。私事ですが、夜遅くまでのオリンピック観戦で体

調を崩してしまいましたが、皆様も寝不足には十分お気

を付け下さい。また、なでしこジャパンの影響で、女子サ

ッカーも大変盛り上がっているようです。先日桐生でも

第一回目の女子サッカー教室が開催されました。その

時に聞いたお話ですが、「３つのＢ」を大切に参加して

欲しいと のことでした。それは、Body Balance ・Ball 

Control・Brain だそうです。私たちの仕事でも関係する

ことがあるのかと大変勉強になりました。 

また先日、アウトレットに出かけた折、景気のせいか買

物袋を下げた方が少ないのに気が付きました。まだまだ

不景気が続いておりますが、職業奉仕で一生懸命仕事

をして奉仕して頂ければと思います。 

 

 

塚越 平人君 50 回 
前原  勝君 18 回 
塚越 紀隆君 17 回 
吉野雅比古君 12 回 

ようこそビジター 



 
《報 告》 

・8/6  例会終了後、第２回定例理事会 

・8/7  ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾀｯﾌ･地区大会役員合同会議 

                     (桐生倶楽部広間) 

・8/13 休会 

・例会前、第２回会長候補者推薦委員会 

《予 定》 

・例会終了後、第１回クラブ協議会 

・8/25RID2840 地区第３回ガバナー補佐・委員長会議 

      桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ（地区大会説明 大友君・柳君） 

・8/27 家族合同納涼会  海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いておりま

す。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より「一燈」が届いてお

ります。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生南、桐生赤城、足利の各ＲＣより週報到着。 

・次週２７日(月)は、家族合同納涼会です。海鮮ダイニ

ング美喜仁館にて、１８時３０分点鐘となります。お間

違えのないようお気をつけください。 

・本日例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので理

事・役員、各委員会委員長は、よろしくお願い致しま

す。 

 

地区大会実行委員長     舘 盛治君 
8/9 で第２８４０地区全クラブへのキャラバン活動が無事

終了致しました。皆様本当に暑い中お疲れ様でした。 

本番もよろしくお願い致します。 

 

疋田ガバナーより 
地区大会ＰＲを第 2840 地区全クラブ終了し、皆様ありが

とうございました。ガバナー訪問は、まだまだありますが

あとは、地区大会当日までよろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 8 月 20 日) 

総員 67 名：出席 40 名 

平成 24 年 7 月 30 日例会修正出席率：95％ 

平成 24 年 8 月 6 日例会修正出席率：100％ 

 

ニコニコボックス 

群馬第２分区Ａガバナー補佐森下正教君…初めて訪

問します。宜しくお願い致します／疋田博之君…森下

ガバナー補佐お疲れ様です／山﨑一順君…森下ガバ

ナー補佐をお迎えして／川村隆君…森下ガバナー補

佐今後共宜しくお願いします／北川洋君…昨日、桐生

市サッカー協会主催の「女子サッカー教室」が無事終

了しました／塚越紀隆君、前原勝君、吉野雅比古君…

出席１００％。 

 

ロータリー財団委員会 

松島 博之会員  ＄25（ポリオ･プラス） 

坪井 良廣会員  ＄25(ポリオ･プラス) 

 

卓 話 

 

 

 

 

 

● ガバナー公式訪問要綱 

クラブ年度報告書は AG とガバナーに送付してください

１）AG（アシスタント G）訪問   桐生  8 月 20 日 

2）ガバナー公式訪問       桐生 10 月 29 日 

３）タイムスケジュール  

 ①例会前懇談  12：00～12：30 クラブ役員 

 ②例 会       12：30～１：30 極力全員が望ましい 

 ③例会後懇談会 1：30～2：30 クラブ役員と各委員長   

     （CLP の場合、全体が把握できるように願います） 

● ガバナー補佐の役割 

A RＩ会長田中作次氏、2840 地区ガバナー疋田博之   

  氏の目指す事柄、事業を伝達いたします。 

B RC 曽我隆一氏、ロータリー財団委員長牛久保哲

男氏からの研修内容を伝達いたします。（随時） 

C 2840 地区ガバナー疋田博之氏に代わって伺いま

す。（随時） 

１）疋田年度開始前（PETS）及び年度中に、各クラブ

の会長、幹事、クラブの研修リーダー、理事さんと

各クラブの運営の相談、お手伝いをいたします。

（随時） 

① 各クラブの向上を目指す部分を検討し、必要  

   な研修を相談する 

② 会長・幹事会議を通じて、必要に応じ各種課  

   題を相談する。 

③ 必要に応じ、各クラブごとの相談に応じる。 

２）卓話、研修サービスに関する相談、お手伝いをい  

  たします。（随時） 

    講師は、主にパストガバナー、地区担当委員会   

    が対応します。 

① 特別月間の卓話など 

② 職業奉仕、ロータリー理念など 

③ 各クラブの CLP など 

④ 各クラブのその他の研修など 

D 桐生地区の５ＲＣの共同事業の調和を図ります。 

① ５ＲＣ合同例会（ゴルフ同時開催）         

   11 月 14 日（水）場所グランド？未定 

②群馬大学工学部留学生交換会  翌年４月開催 

③その他の地区共同事業（夢計画など）の調整         

 実行未定 

 1 疋田年度の地区運営方針の考え方      

①各クラブを活性化し、会員増強を実現させてくだ  

  さい               ・・・・・戦略計画                                   

②東日本大震災・福島原発への対応を検討してく 

  ださい              ・・・・・財団関連               

   ③未来の夢計画を理解し、積極的に参加してくだ 

       さい                ・・・・・財団関連                      

   ④戦略計画を理解し、五大奉仕にまい進してくださ 

      い                   ・・・・・財団関連 

   ⑤米山記念奨学会を理解し、協力してください 

                       ・・・・・日本独自 

 

「ガバナー補佐講話」 

国際ロータリー第 2840 地区 

群馬第 2 分区Ａｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

        森下 正教 君                         

        (桐生中央ＲＣ)                   



 
⑥ポリオ撲滅（使途指定）に引き続き努力してください  

                      ・・・・・財団関連 

  「数値目標」 

年次寄付金、ＲＩ財団の数値目標は一人１００＄以上 

                      ・・・・・財団関連 

疋田年度ポリオ寄付 2,000 円以上・・・・・財団関連 

会員増強純増       一名以上・・・・・戦略計画 

米山記念奨学会 一人 16,000 円以上・・・日本独自 

「その他」大口寄付者３名を目指す。・・・・・財団関連 

地区セミナーへの積極参加を期待する・・・・・戦略計画 

＊財団奨学生を募集しない。職業研修プログラム

（VTT）は研究のみ行う。 

２ 「夢計画」について 

Ａ 夢計画への移行する大きなきっかけは、申請件数の 

  増加による、簡素化であった。 

Ｂ 従来の地区財団活動資金（DDF）から変革した点は、

①クラブに、寄付金を集める組織と寄付金を使うことを   

 同時に考える組織作りを勧める。 

②ロータリーの奉仕事業（世界的事業と地区の事業）に 

 ついて、具体的要件を E-①、E-②に示した。 

③審査機関を地区の役割とした。 

④地区財団活動資金（DDF）は、３年前の年次寄付（１０  

  ０＄/年）と恒久基金の運用益の合計の 50％と金額 

  を示した。 

⑤補助金申請書の趣旨、内容によっては、各クラブの  

 従来のプログラムも可能性がある。 

Ｃ 従来の慣例について 

●申請金額に特に規定はないが 、通常３年前に拠出 

  した自クラブの拠出額を上限としていて、自クラブか  

  ら同額の拠出が慣例となっている。 

●ただし、申請件数、適格な事業金額が総量として多  

 過ぎる場合は、減額される可能性がある。初年度なの 

 で、どの程度の申請件数で、どのくらい適格な事業が 

 出るのか不明な状態である。 

Ｄ 夢計画に対応する事柄（AG からの各クラブへお願 

   い） 

①クラブにおける立ち上げ組織の名称 

 “夢計画委員会”“・・・プロジェクト”“・・・グループ” 

 “・・・部会”“夢計画協議会”“夢計画会議” などなど 

②組織の立ち上げは、提案作成・申請期限の関係で決 

 まってはいないが、７月１日発足が望ましい。 

③夢計画組織のメンバー 

  １）統括リーダー  ２）ロータリー財団委員長 ３）社 

  会奉仕委員長 ４）国際奉仕委員長 ５）職業奉仕委 

  員長 ６）新世代奉仕委員長 ７）会計 ８）その他必 

  要なメンバー 

④統括者（提案書作成・申請書作成に関する取りまとめ 

  実務） 

 例）財団委員長、現会長、幹事、エレクト、 

   パスト会長、研修リーダー・・・・など 

⑤申請タイムスケジュール 

  １）新地区補助金「夢計画」の開始は、2013－2014 年  

    度（本田年度の７月）からとなる。 

  ２）地区からＲＩへの申請期日が、2013 年４月末である 

    ので 

 ・クラブの提案書期日 2012 年 12 月１日・・打診・修正 

 ・クラブの正式申請期日    2013 年 2 月末 

⑥二つの申請ルート 

  「夢計画」を企画するためには、クラブ単独若しくは 

  複数のクラブ合同で検討することができる。 

  １）クラブ単独  ２）複数クラブ   ３）分区単位 

Ｅ 利用できる地区財団活動資金（ＤＤＦ）について    

    ―金額については、上記 B‐④を参照― 

①新地区補助金について 

 （新地区補助金委員会 桐生西 下井田秀一） 

＊新地区補助金の総量は、3 年前の地区財団活動資 

  金（ＤＤＦ）の 50％である。 

＊使途は地区の裁量で（２８４０地区）決められる。 

＊一年以内の短期活動資金 

＊人道的プロジェクトにも教育的プロジェクト使用可能。 

＊海外、国内のＲＣの存在の有無に関係ない 

＊申請年度と実施年度と２年サイクルで行う（申請年 

  度、実施年度、以後毎年同様） 

＊未使用分は、財団に戻されてしまう。 

②グローバル補助金について 

  （グローバル委員会 桐生西 家住彗路） 

＊グローバル補助金の総量は、3 年前の地区財団活動

資金（ＤＤＦ）の 50％である。 

＊六分野 平和と紛争予防／紛争解決、疾病予防と治 

  療、水と衛生設備、母子の健康、基本的教育と識字 

  率向上、経済と地域社会の向上 

＊持続が可能であることが必要である 

＊地元社会に強いニーズと事業を推進する確実な組織

があること 

＊最低３万ドル以上のプロジェクト（DDF1,5 万ドル、  

  WF1,5 万ドル） 

＊申請は、随時受けられる 

【グローバル事業の一例】 

３万ドルで行う事業とは、80 円レートとして、約 240 万円

くらい以上のプロジェクトとなる。この場合、自クラブ 60

万円、ＤＤＦ60 万円、ＷＦ120 万円であり、ＲＩの認可が

前提となる。 

③その他の DDF について                

・職業研修チーム・・委員 山﨑一順   本年準備期間 

・ポリオ委員会・委員増田浩三数値目標 2,000 円以上 

 ２年間のビルゲイツ氏による寄付はなくなったが、引き  

 続きロータリー単独で努力していく。         

３ 例年の財団補助金の申請作業と移行後の行方  

Ａ 例年の地区補助金 

  （2012－2013 疋田年度は①、③のみを行う） 

① 国際親善奨学生は、疋田年度（2012-2013）募集し 

   ないが、本田年度（2013-2014）は、３名程度予定し 

   ている。 

② マッチンググラント（ＭＧ） 最終受付 2013、２月末 

   まで    移行後は、グローバル補助金                   

③ 現行「地区補助金」  最終受付 2012、12、20 まで   

   移行後は、新地区補助金 

④ その他過去に創設された地区補助金の今後の方向  

  １）GSE （Group  Study  Exchange）研究グループ 

    交換 

   1965 年発足した国際交流プログラムで、25 歳～40 

  歳までのチームメンバー４人とロータリアンのリーダ  



 
  ーで構成していたもので、夢計画ではグローバル補 

  助金、新地区補助金両者で可能です。 

  職業研修に絞れば、あらかじめ提案書、計画書で承 

  認されれば、滞在中の費用などもグローバル補助金 

  で可能です。歴史文化交流であれば、新地区補助 

  金となります。  

２）３－H Grant（Health Hunrer and Humanity Grant）は、

保健、飢餓追放、人間尊重補助金で、ＲＣ７５周  

年を記念して創設された。国際間の理解、親善、及

び平和を促進するための方法として、健康状態の改

善、飢餓を救済し、人間的社会的発展を図ることを

目的としています。グローバル補助金と共通している

点がおおいいので、グローバル補助金に移行するこ

ととなる。 

３）その他の補助金（個人向け補助金、ボランティア奉

仕活動補助金、地域オリエンテーション・セミナー助

成金、文化研修のための国際親善奨学金、マルチ・

イヤー国際親善奨学金、低所得国のための奨学金

基金共同基金、ジャパン国際親善奨学金）などは、

すべて新地区補助金の対象となります。 

Ｂ 現在の地区財団活動資金（ＤＤＦ）の慣例について                        

  申請金額に特に規定はないが 、通常は３年前に拠  

  出した自クラブの拠出額を上限としていて、自クラブ  

  から同額の拠出が慣例となっている。ただし、申請件  

  数、適格な事業金額が総量として多過ぎる場合は、 

  減額される可能性もある。 

４ 戦略計画について（長期的視点） 

   ―私流の解釈も含めて－ 

  戦略計画は、すでに 2010 年よりＲＩが掲げている戦 

  略的指針で、それぞれのクラブが、継続的に輝いて

成長していくために、以下のことを見直しながら、努

力していく必要性を説いています。 

  機会あるごとにクラブ内で話し合い、方策を見つけて 

  いくことを、お勧めします。 

Ａ 果たして、ＲＣとはどんな組織ですか。（定義） 

  “ＲＣとは、地域の人々の生活を改善したいという

情熱を、社会に役立つ活動に注いでいる献身的

な人々の、世界的ネットワークである。“ 

Ｂ ロータリーに所属していると、何が得られるでしょ 

  う。 

  どんな価値がありますか。 

   ①奉仕する満足感が得られます。 

   ②親睦を楽しむことができます。 

   ③他業種の会員を通じて、情報交換ができます。 

   ④高潔性を体感することができます。 

      （誇りを感じることができます） 

   ⑤研修を受け、指導力を学習することができます。          

      （ＲＬＩなどで） 

Ｃ 魅力あるクラブになるために、各クラブが、いま問 

  いかけること。 

① クラブの強化に心がけていますか   

    □クラブは刷新性を持って運営できるようにして 

     いますか 

    □多くの会員が奉仕活動に参加出来るようにして   

     いますか 

    □会員が多業種になるように努力していますか 

□会員増強・維持について努力していますか 

□各種研修を受けるように推進していますか 

□戦略的な計画を立てる検討をしていますか 

  （夢計画の活用を考える） 

□新クラブの結成を考えていますか 

  （現在はなかなか難しい）  

② 人道的奉仕に心がけていますか 

     （新しい企画、展望を考えていますか） 

□ポリオの撲滅に協力していますか 

□人道的分野（社会、職業）の奉仕を検討、継続し 

  ていますか 

□新世代のプログラムを検討、継続していますか 

□グローバル（国際的プログラム）な分野の奉仕を検 

  討、継続していますか 

□他団体との連携を考えてますか。 

③クラブの事業は、公共イメージの向上に気をつけてい 

  ますか？  

□人道的イメージとブランドを意識していますか 

  （ブランドの解釈？） 

□行動を中心としたイメージを意識していますか 

□高潔性を意識していますか 

□職業奉仕を強調していますか 

□クラブの活動の周知を各方面に知らせていますか 

５ その他のこと   

A 米山記念奨学会    数値目標 16,000 円      

  田中作次、疋田博之ガバナーの希望 

   委員長 野辺昌弘（館林） 副幹事 森末廣（桐生） 

B 奨学金・学友会・ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会            

  委 員 竹内靖博     学友会名簿の作成 

C インターアクト  委員長    薊 勝（桐生南）        

            担当副幹事 鈴木章弘（桐生南）                          

 2012,7,28 ＩＡＣ年次大会 桐生市民文化会館                 

D ローターアクト  委員長    富岡直博（藤岡） 

            担当副幹事 坪井良廣（桐生）                           

   2013,１月～４月頃 未定？ ＲＡＣ年次大会  

E ライラ       委員長    峰岸希一（前橋南） 

           担当副幹事 坪井良廣（桐生） 

 2012,9,22～23 国立赤城青少年赤城の家            

F 青少年交換   委員長 峯岸則幸（伊勢崎） 

           担当副幹事  堀明（桐生） 

 2012,7,20～25～2012,8,20～25 短期交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

   2012,8,20～25～2013,7,20～25 長期交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ                             

 
 
 
   

【次回例会予告】 

♦ 9 月 10 日(月) 

  善行青少年表彰 

    卓話 ： 群馬大学大学院工学研究科長 

                    板橋 英之 様 

 

    食事 ： きよ多  


